
ひにち ばしょ

６（土） 集会室１・２

７（日） 集会室１・２

１３（土） 集会室１

集会室１・２

ミーティングルーム

２２（月） ミーティングルーム

２７（土） 図書館内絵本コーナー

ひにち ばしょ

６（土） ３Ｆ学習室１ＡＢ

１１（木） おはなし室

おはなし室

地下１Ｆ多目的室

２０（土） おはなし室

２４（水） ３Ｆ学習室１ＡＢ

２７（土） 地下１Ｆリハーサル室

「なつのおはなし１」

１４：３０－１６：００ こども手づくり教室 「夏」

１５：００－１６：００ こどもまつり
大型絵巻物「ふれふれなん

だあめこんなあめ」

ないよう

「スチュアート・リトル２」

「オランダの風車」

テーマ：そら

１０：３０－１２：００ こども工作教室

１４：３０－１５：００ おうたのひ

じかん

おりがみ教室１０：３０－１２：００

こどもまつり
大型絵巻物「ふれふれなん

だあめこんなあめ」

ぎょうじのなまえ

１５：００－１６：００

１３：３０－１５：００

「きんぎょ」

「むし」

みんなでシネマ

１０：３０－１２：００ おりがみ教室 「たなばた」

１１：００－１１：３０ ちいさなおはなし会

「あさがお」こども手づくり教室１４：３０－１６：００

じかん ぎょうじのなまえ

１５：００－１５：３０ おはなし会 「夏」

２０（土）

１１：００－１１：３０ 読み聞かせ（隊） 「夏休み」
「わすれた森のヒナタ

おじゃる丸スペシャル」
１４：００－１４：３０ こどものための映画会

ないよう

１３（土）

１１：００－１１：３０ おはなし会
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ひにち

４（木） １１：００－

１９（金） １１：００－

ひにち

１３（土）

２１（日）

ひにち

１４（日）

１１：００－１１：３０

１１：００－１１：３０

おはなし会 「長谷川義史（はせがわよしふみ）」

おやまのがっこう こうさく「カップでふうりん」

じかん たいしょうぎょうじのなまえ

           ▼みんなでまもろう！としょかんのルール▼
 
      
      
      
      
      

じかん ぎょうじのなまえ たいしょう

０才から

えほんのひ ０才から

じかん ぎょうじのなまえ ないよう

１０：３０－１０：５０ 赤ちゃん～３才くらい

POPすく～る

６（土） おはなし会

ホームページ：http://www.library.izumi.osaka.jp

１１：００－１１：３０ 幼児～大人

１４：００－１６：００ どなたでもごさんかいただけます。

えほんのひ

 

 

 

 



日英２カ国語の将棋えほん
斉藤　三笑／絵と文 日本地域社会研究所 中学年から Ｋ７９６

いきもの漢字図
えざき　みつる／作 あすなろ書房 中学年から Ｋ８１１

きほんの木
姉崎　一馬／写真 アリス館 低学年から Ｋ６５３

Ｋ４１０

少年写真新聞社 中学年から Ｋ４８７

日本カエル探検記
関　慎太郎／写真　文

Ｋ３８８

日本の元号大事典
日本の元号大事典編集委員会／編著 汐文社 高学年から Ｋ２１０

ずかん数字
清水　洋美／編著　中村　滋／監修 技術評論社

みち
五味　太郎／さく 福音館書店

都道府県別にっぽんオニ図鑑
山崎　敬子／ぶん　スズキ　テツコ／え じゃこめてい出版 中学年から

高学年から

３～５さい

はるとあき
斉藤　倫／作　うきまる／作　吉田　尚令／絵 小学館 ３～５さい

なまえのないねこ
竹下　文子／文　野田　尚子／絵 小峰書店 ３～５さい

しょうがっこうがだいすき
うい／作　えがしら　みちこ／絵 学研プラス ３～５さい

ゆうごはんなにたべたい？
かけひ　さとこ／作　絵 赤ちゃんとママ社 ０～５さい

ひょうたんれっしゃ
齋藤　槙／作 アリス館 ０～５さい

おばけおばけおばけ！！
おざわ　よしひさ／作　絵 岩崎書店 ０～５さい

アブラ・カタブラ・カタクリコ
きたむら　さとし／作 BL出版 ０～５さい

 



Ｋ９１３ヤマ

天才ルーシーの計算ちがい
ステイシー マカナルティ／著　田中 奈津子／訳 西村書店 高学年から Ｋ９３３マ

おれんち、動物病院
山口　理／作 文研出版 高学年から

Ｋ９３３ハ

徳治郎とボク
花形　みつる／著　 理論社 高学年から Ｋ９１３ハナ

すばらしいオズの魔法使い
ライマン フランク ボーム／作　杉田　七重／訳 西村書店 中学年から

Ｋ９１３トヒ

鬼遊び
廣嶋　玲子／作 小峰書店 中学年から Ｋ９１３ヒロ

ソラタとヒナタ
かんの　ゆうこ／作 講談社 低学年から

しまうまのたんけん
トビイ　ルツ／作　絵 PHP研究所 中学年から

Ｋ９１３カン

ワンダ・ガアグ　グリムのゆかいなおはなし
グリム／〔著〕 ワンダ ガアグ／編 絵 松岡 享子／訳 のら書店 低学年から Ｋ９４３ク

 
 

T   
 
材料（ざいりょう）：着（き）なくなったＴシャツ 
 

作りかた：①Ｔシャツのそでや襟（えり）を切る。 

       ②うらがえしてすそを１ｃｍ幅（はば）で切る。 

       ③前と後ろのすそをくくる。 

       ④おもてにかえしてできあがり！ 

                                                               

①

②

★図書館スタッフがオススメするほん★    

    minchi／作 絵  PHP研究所  E コ  ３～５歳から   

ものをたいせつにする心をそだてよう！身のまわりにあふれている「ごみみたいだけど、ごみじゃな

い！」もので、じぶんのたからものを作ってみよう！この絵本はたくさんの考えるヒントを育ててくれま

す。地球環境（ちきゅうかんきょう）によいことは、ちょっとしたアイデアと工夫（くふう）からできると思

います。捨（す）てるまえに、考えてみよう！ 

    
  

湿度（しつど）が高く、むし暑（あつ）い夏の午後（ごご）に、とつぜんふりだす大つぶのつよい 

雨のことです。 

                                参考：「はじめて知るみんなの行事とくらし」 


